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デジタルトランスフォーメーション（DX）は今、
多くの企業・組織で重要課題として扱われ、取り組みが進められています。

その一方で、「DXによって何ができるのか？」
「必要性は感じているものの、何から始めたらよいか分からない」といった

疑問や悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。
今回の特集では、有識者インタビューで

DXが私たちの社会にどのような影響を与えるかを探るとともに、
トッパンが様々なビジネス上の課題に対して、

何ができるのかをご紹介いたします。

DXと向き合う
変革への第一歩をともに

Special 
Feature

「未来のチラシTM」で興味・関心に合わせた効果的な商品情報発信

3



Special Interview

DXの本質を理解し変革につなげていくことは、
あらゆる組織にとって急務となっています。
しかし、DXは単なるデジタル化と誤解されることも多く、
未だ目指すべき方向を見失っているケースも少なくありません。
東京通信大学情報マネジメント学部学部長 前川徹さんに、
DXの本質と捉え方を解説いただき、
私たちはどうDXと向き合っていくべきか、
そして、どうすればより良い変革につなげていけるのか、
考え方のヒントをうかがいました。

東京通信大学
情報マネジメント学部学部長 前

まえ が わ

川 徹
とおる

さん

1978年通商産業省入省、機械情報産業局情報政策企画室長、JETRO NY
センター産業用電子機器部長、独立行政法人情報処理推進機構セキュリ
ティセンター所長、早稲田大学大学院国際情報通信研究科客員教授（専任
扱い）、富士通総研経済研究所主任研究員、サイバー大学IT総合学部教授
等を経て、2018年4月から現職。この間、一般社団法人コンピュータソフ
トウェア協会専務理事、国際大学GLOCOM所長などを兼務。

社会や顧客のニーズに
応えるDXによる
ビジネス変革
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産業界でDXがキーワードになったのは、2018年9月、経済
産業省が「DXレポート～ITシステム『2025年の崖』※の克服と
DXの本格的な展開」を出したのがきっかけでしょう。しかし
このレポートには、「DX＝レガシーとなっている情報システム
の刷新やクラウド化」と読み取れる記載があり、これがDXを
めぐる混乱の一因となったと思われます。
そもそもDXは、エリック・ストルターマン博士が発表した
論文の中で提唱された概念です。その定義は明確に決まって
いるわけではなく、専門家や組織によって異なります。博士
の論文では「デジタル技術によってもたらされる、生活の全
ての面での変化」であると述べており、私はそこにDXの本質
があると考えています。
また、DXは単なる「情報化」とも異なります。情報化では、
アナログのものをデジタル化することで、業務のプロセスを
最適化するなど、効率化に重点が置かれていました。しかし
DXは、もっと本質的な変革そのものを意味しています。単
なる技術革新ではなく、それによってビジネスや人々の暮ら
しが大きく変わっていく変革そのもののことを指していると
言えるでしょう。

DXの本質を理解するために、写真業界で起きたデジタル・
ディスラプション（disruption：破壊）に触れておきましょう。
皆さんご存じの通り、デジタル技術の発展により、フィルム
産業は極端に縮小しました。かつては街を歩けば写真プリン
トを行う小規模の店舗がたくさんありましたが、今はほとん
ど見かけません。カメラがフィルムからデジタルに置き換
わっただけでなく、撮影後の現像に付随したビジネスの市場
規模が極端にしぼんでしまったわけです。

DXがもたらす
デジタル・ディスラプション

DXは単なる技術革新ではなく
ビジネスや暮らしを変革するもの

◆ 前川さんの考える、DXの本質とは

実際、世界最大の売上を誇っていたフィルム企業は2012年
に経営破綻してしまいました。一方、日本でトップシェアを
誇っていた企業は、それまで写真フィルムで培ってきた素材
や技術などを活用し、化粧品やヘルスケアなどに事業転換を
果たしました。
このように、DXは企業そのもの、あるいはビジネスや産
業そのものを破壊してしまうことがあり、これを、デジタル・
ディスラプションといいます。
似たようなことは、音楽業界や映像業界をはじめ、様々な

業界で起きています。ネット配信やサブスクリプションという
ビジネスがディスラプター（破壊者）となり、CDやDVDの販売
やレンタルという従来のビジネス形態を破壊しているわけです。
例えば新聞業界は、その購読者数が減っているだけでなく、

広告収入も大きく減少しています。反対に増えているのが
インターネット広告です。2000年あたりから増え始め、現在、
すでに広告費は新聞やテレビよりも大きくなっています。
つまり、FacebookやGoogleといった企業が、新聞やテレビ
業界を破壊しつつあるわけです。同様に、ホテル・旅館業界
に民泊仲介サイトが、タクシー業界・公共交通機関にライド
シェアサービスが、それぞれディスラプターとして現れてい
ます。
しかし、先ほどのフィルム企業の例もそうですが、破壊さ
れる側にいた会社でも、自分たちが変わっていくことで新た
な活路を見出したケースがあります。例えば、アメリカの
ワシントンポストの場合、かつては少数精鋭の記者が記事を
書く地方紙でしたが、「権力の監視者」という最も大事な理念
は変えずに、世界中にジャーナリストのネットワークを持つ
グローバルなメディアへと生まれ変わりました。また、テキ
スト配信だけではなく、Podcas tや動画配信も行うようにな
りました。ビジネス形態を変化させ、破壊される側から、破壊
する側へと変貌を遂げたのです。

※ 2025年の崖：DXレポートでは、2025年まで複雑化・老朽化した国内
の既存システムが残存した場合、国際競争への遅れや多大な経済損失
が発生する危険性があると指摘している。

情報化／デジタル化 DX

情報化による効率改善
デジタル化による製品開発

デジタルを前提とした
経営やビジネスの再構築

製品・サービス・プロセスの
情報化

組織・ビジネス・企業文化の
変革

DXは単なるデジタル化ではなく、ビジネスや暮らしそのものの変革

POINT

POINT

DXを過去の情報化、
デジタル化の延長で考えてはいけない

効率の改善ではなく、
イノベーションを起こすことが重要
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次に、DXにより生活者の消費の仕方がどのように変化した
のか、音楽業界を例に見てみましょう。
この業界の主力商品は、1980年代の半ばにレコードから
CDに変わり、その後オンライン配信、さらにサブスクリプ
ションへと移行していきました。
オンライン配信の時代までは、顧客が音楽というコンテン

ツにお金を払って買い取る形であることに変わりありません。
しかしサブスクリプションは抜本的に違います。顧客は毎月
の利用料を払うと、何千万という曲がいつでもどこでも聴き
放題になる。情報財（音楽コンテンツ）を売ることから、音楽
を提供するサービスに、ビジネスモデルが大きく変わったわけ
です。音楽産業におけるDXは、このサブスクリプション化に
こそあるでしょう。
音楽のサブスクリプション化について言えば、企業側も利益

が上がり、ユーザー側も何千万曲もの音楽をいつでも聴ける
ようになった上に、保管する必要もなくなり、自分の好きな
曲だけを並べたプレイリストなどもつくられるようになりまし
た。つまり、企業も顧客もWinWinの関係になったわけです。
このような所有から利用へのパラダイムシフトは、いろいろ
な業界で起きています。ソフトウェア業界も従来はパッケージ
ソフトを売っていましたが、サブスクリプションに変わりま

した。動画、雑誌はもちろん、シェアリング・エコノミーの
波に乗って、車、ファッション製品などのジャンルに広がって
います。
ただ、こうした豊かさはGDPでは測れません。何千万曲が
聴き放題になった豊かさは、物を所有する豊かさとは異なる
からです。つまりGDPは、工業社会の豊かさを示す尺度には
なり得るが、情報社会の豊かさを示す尺度にはなり得ないと
いうことです。今後、私たちはそうした豊かさを示す新しい
ものさしを考える必要もあるでしょう。

DXの特徴の1つである、自動化の例も見ておきましょう。
DX以前の自動化は、単純な繰り返し作業に限られていました
が、DX時代の自動化は若干の知的労働を伴うような繰り返し
作業ができるようになってきました。これは、ディープ・ラー
ニングの普及によるところが大きいと思われます。ディープ・
ラーニングにより、視覚・聴覚・触覚の情報を頼りに人間が行っ
ている判断をコンピューターに効率的に学習させることがで
きるようになり、以前は人にしかできなかった作業の自動化
が進んでいます。人と協働できるAIやロボットが出てきて、
工場に限らず、金融業、サービス業、流通業、小売業、農業
などで活躍し始めています。
自動化の事例を挙げると、ある産業用廃棄物の仕分けをし
ている工場では、選別作業にAIロボットを取り入れたところ、
18名体制だった現場のラインがなんと2名体制に、作業効率
は物量でいうと6倍になったそうです。その結果、この会社
では、人にしかできない他の部門に人員を回すことができた
わけです。
今後も画像認識や音声認識の技術の進展により、自動化は

どんどん進んでいくでしょう。ですから、これからの若い人た
ちは、ロボットにはできないスキルや知識、技術を身に付けて
いく必要があるでしょう。ただし、日本はこれから労働力人口
がどんどん減っていくので、ロボットによって労働が奪われる

テクノロジーの発展により
本来の意味での情報社会にパラダイムシフトにより

豊かさも変化

あらゆる場所で自動化が進む

自動化の例

トレイ上の複数のパンの値段と
種類をカメラで一括識別

産業廃棄物仕分け作業に
AIロボットを導入

◆ DX時代の自動化 DX以前の自動化 DX時代の自動化

作業の種類 単純な繰り返し作業 ルール化された繰り返し作業
フィードバックのある繰り返し作業

適用場所 工場が中心 あらゆる場所

労働の種類 肉体労働 知的労働
知的労働を伴う肉体労働

対象者 ブルーカラー中心 ホワイトカラーに拡大

産業 主に製造業 金融、サービス、流通、小売、
製造、農業、不動産、政府

●●● 1点 000円
●●● 1点 000円
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DXに
取り組んで
いる※

53.2％

7.8%

創業よりデジタル
事業がメイン

DXに
取り組んで
いない／
分からない
39.0%

（n=1857）

という心配はあまりないと思います。不足する労働力をAIや
ロボットが補ってくれるようになると考えればよいでしょう。
現在、このようなロボットやAI、IoTなどを活用した第4次
産業革命が進んでいます。政府はこれらのテクノロジーを用
いて実現していく新たな社会を「Society 5.0」と位置付けてい
ます。狩猟社会から始まり、農業社会、工業社会、情報社会
と続き、5段階目に当たる社会という意味です。ただ、私は
まだ「本来の意味での情報社会」には達していないと考えてい
ます。
未来学者の増田米二先生は1980年代に、情報社会の基本的
機能を「知的労働の増幅と代替」であると説いています。それ
から30年以上経った現在、様々なテクノロジーが発展しまし
たが、人間の知的労働を代替していると言える段階まで達し
たとは、まだ言い切れないのではないでしょうか。
ディープ・ラーニングなどの技術革新により、一部の知的
労働はAIが担うようになりつつあります。AI、IoTなどを活用
した第4次産業革命の今がまさに、「知的労働の増幅と代替」が
完成する時であり、工業社会から「本来の意味での情報社会」
に移る時ではないかと考えます。これらの社会における一連
の変化こそがデジタルによる変革、つまりDXであると考え
ることもできます。

ある調査によると、日本のデジタル競争力は63カ国中27位
と、先進国の中ではかなり出遅れており、国際競争という面
では「破壊される側」になりかねません。実際、なぜか日本は国
も企業もなかなか従来のやり方を変えたがりません。象徴的な
問題を1つ挙げるなら、ファックス文化でしょう。スマートフォ
ンがこれだけ普及した現在、アプリケーションを活用した、
もっと便利で楽な方法がいくらでもあるはずですが、未だに受
発注などをファックスで行っているところが少なくありません。
DXにおいてまず重要なのは、危機感を持つことです。自分

の産業やビジネスが10年、20年後どうなっているのかを考え

る。その上で、このままでは破壊されかねないと気付いたなら、
その危機感を社内で共有し、自分たちはどうすべきか考えな
ければなりません。そして、そこにトップがコミットメント
できるかどうかが、企業が生き残っていく上での大きなポイ
ントだと思います。実際にこれまでにも、技術革新による大
きな変化の波に見舞われながらも生き残ってきた企業には先
見の明があり、変化を恐れずに英断を下せる経営者の姿があ
りました。
企業や自治体のDX推進に取り組まれる皆さんには、まず

DXは従来の情報化やデジタル化とは違うということを、改め
て認識いただきたいと思います。もちろん、既存システムの
刷新やクラウド化などの改革は、どんどん進めるべきです。
その上で、もう一度自分たちの仕事やビジネス、組織のあり
方を考え直していけば、見えてくることがたくさんあるはず
です。今回事例に挙げた企業もデジタルを前提に、どのよう
に顧客ニーズに応えていくかを考え、ビジネスを再構築して
います。前例にとらわれずにゼロベースで考えていけば、単
なる効率化ではなく、顧客にとってもさらに便利な、イノベー
ションが起こせるのではないでしょうか。
こうした取り組みがうまくいけば、自動化や効率化などに
より生じた、余ったエネルギーを製品開発やサービスの向上、
余暇の充実などに使えるはずです。その結果として、多くの
人々にとってより便利でより楽しい社会が実現することを期待
しています。

危機感を持ち、変化を恐れないこと
それがイノベーションにつながる

1. デジタルを前提にゼロから考える
　　（過去の経緯や慣習、前例などにとらわれない）

2. 利用可能な技術やインフラを使って、
　  顧客ニーズにどう応えるかを考え、
　  ビジネスを再構築する

3. 経営トップのコミットメントが不可欠

DXを推進するために重要なこと

◆ DXに取り組んでいる企業における成果の有無

◆ 「成果あり」と回答した企業の取り組み内訳

0 20 40 60 80 100％

企業文化や組織マインドの
根本的な変革

現在のビジネスモデルの
根本的な変革

新規製品・サービスの創出

既存製品・サービスの
高付加価値化

業務の効率化による
生産性の向上 75.3％ 18.6％

45.9％

35.7％

27.8％

34.6％

33.3％ 20.9％
6.2％

30.5％

36.6％

26.5％

33.8％

35.6％

39.0％

■ 成果あり　■ 今後の成果が見込まれる　■ 未着手／これから

D参 A考 T A
DXの成果あり 50.3％

DXの取り組み状況（2020年度調査）

独立行政法人 情報処理推進機構
「デジタル時代のスキル変革等に関する調査報告書」（2021年）を基に作成
https://www.ipa.go.jp/fi les/000090458.pdf

※ 「全社戦略に基づき、全社的にDXに
取り組んでいる」「全社戦略に基づき、
一部の部門においてDXに取り組ん
でいる」「部署ごとに独自、個別にDX
に取り組んでいる」の合計

過半数の企業が、
「DXに取り組んでいる」
と回答
（参考：前年度調査41.2%）
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DXは、多くの企業にとって喫緊の課題であるとともに、顧客への新たな価値
の提供や、私たちの生活を豊かでより良いものに変えていく大きなチャンス
でもあります。トッパンは、幅広い業界のビジネスの課題を知る自分たちだから
こそできるDX支援を、お客さまのパートナーとして取り組んでいきます。
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マーケティングDX

教育ICT

既存のビジネスプロセスをデジタル化し、新しい顧客体験
へと変化させるDX。私たちの働き方・組織文化など広範な
領域で影響を与えることがあるこの変革には、組織や部門
の枠を超えて取り組むことが重要になります。トッパンでも
2021年度から始まる中期経営計画の中でDXを経営の主軸
の1つに設定。経営基盤強化に向けて自社内の変革に取り
組んでいます。また自社内のDX推進とともに、お客さまや社
会のデジタル変革支援を進めるビジネスとしてのDX事業も
推進。デジタル関連部門を集約した1000人規模の新部門
「DXデザイン事業部」を立ち上げ、新たな技術やデジタル
サービス開発に取り組んでいます。
また、トッパンでは社会や企業のDX支援を進めていく中

で指針となる考え方を設定。そのコンセプトを「Erhoeht-XTM
（エルへートクロス）」と名付けました。
トッパンはこれまで、情報化・デジタル化などの社会の変
化で生じるお客さまの課題に対して、自社の技術やノウハウ
と、新たなテクノロジーやソリューションを掛け合わせていく
ことで解決してきました。DXの推進においても、製造、流通、
購買などサプライチェーンごとに生じる課題の解決や、地方
創生、教育ICTなどの社会課題に関連する活動、デジタル
印刷サービスやBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）
などトッパンの持つノウハウや技術を活かした価値の提供など、
様々な分野でお客さまとともにDXに向き合っていきます。

トッパンは、経済産業省と東京証券取引所が選定する
「デジタルトランスフォーメーション銘柄（DX銘柄）2021」※1

に選ばれました。DX銘柄では、企業価値の向上につな
がるDXを推進するための仕組みを社内に構築し、優れ
たデジタル活用の実績が表れている企業を選定。2021
年度は28社が選ばれました。
また、経済産業省が定める
「DX認定事業者」※2の認定
も取得しています。

トッパンにおけるDX事業の考え方

「DX銘柄2021」に選定されました

「Erhoeht-XTM」10のカテゴリー

生活者DX

スマートデバイス
ビジネス

デジタルプリント
サービス

製造DX 流通・
サプライチェーンDX

セキュアビジネス

地方創生・先端表現

Hybrid-BPOTM

※1   2021年6月7日、DX銘柄2021（その他製品部門）に選定
※2   2021年4月1日付けでDX認定を取得（トッパン・フォームズと

W認定）。69社が認定を受けています。

「Erhoeht-XTM」は、トッパンが全社をあげて、社会や企業の
デジタル革新を支援するとともに、自社内のデジタル変革を推
進するコンセプトです。「エルへート」は、当社創業の原点である
当時の最先端印刷技術「エルヘート凸版法」から名付けました。
語源のドイツ語「Erhöhen（エルホーヘン）」には
「高める」という意味があります。最新のデジタル
技術と進化する印刷テクノロジーを掛け合わせ、
トッパンならではのハイブリッドなDX事業を展開
していきます。

」10のカテゴリー

トッパンが
推進する

DXコンセプト

シンボルマーク ＋ DX認定
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メーカー

生協

通販・百貨店

家電・ホームセンター

金融

公共

薬粧

食品・日用雑貨

メーカー

生協

通販・百貨店

家電・ホームセンター

金融

公共

薬粧

食品・日用雑貨

製　造 流　通 購　買

購買／利用履歴データ

小売 生活者物流・倉庫 卸部品・原料 メーカー

購買情報 利用情報在庫情報 配荷情報生産情報 商品情報

複
数
業
界
へ
価
値
提
供

新たな価値創造

サプライチェーン横断の情報連携

製造・生産データ 卸・流通データ

製造業ノウハウ、IoTに対応した
プラットフォーム、RFIDソリュー
ションなど

決済サービスやトレーサビリティ
（材料や製造データ含む）など

多岐にわたる販促手法、生活者
ニーズの把握、購買履歴データ
獲得など

製造DXの
　　詳しい事例はP16へ ▶▶

マーケティングDXの
　　詳しい事例はP12へ ▶▶

流通DXの
　　詳しい事例はP15へ ▶▶

AIやIoT、RPA、5Gなどが社会実装された今、多様な分野で本格的にDXへの
取り組みが始まっています。DX推進において鍵となるのは、データの利活用です。
情報コミュニケーション、生活・産業、エレクトロニクスという3つの幅広い事業
分野を持つトッパンには多様な業界のお客さまとの接点があり、あらゆる業界・業
種のデータを取り扱える可能性を持っています。また、トッパンは自社の印刷技術
を基にそれに付随する分野に業務を拡大し、システムやデバイスの開発・提供、
デジタルマーケティングなどにも従事してきました。データの収集から、分析・価値化、
サービス提供までを経験してきたノウハウを活かして、お客さまとともに、新しい
価値やソリューションの創出に取り組んでいきます。

幅広い業界や業種のお客さまのパートナーとして、課題
解決に取り組んできたトッパンだからこそサプライチェーン
ごとに生じる課題や、プロセス間を横断した課題にも対応で
きます。
例えば、製造分野では、自社工場で得たノウハウを活かし、
生産性や品質向上、作業効率化といった課題に製造工程を

2万社以上の顧客基盤がある
トッパンだからできる対応を

サプライチェーンを横断した
幅広い課題にも適応

デジタル化することで応える「NAVINECT®（ナビネクト）」を
開発。生産性向上の第一歩として、手軽に現場の「見える化」
を実現する「NAVINECT®クラウド」など、課題別に対応した
4つのサービスをラインアップしています。また、流通分野
では、販促関連情報を一元管理できるデータベースシステム
「PROMO CORE®（プロモコア）」を提供。購買・利用情報な
どマーケティングに関するデータを連携・分析して、パーソ
ナライズ化したチラシを提供するなど、横断的な情報連携に
より、新たな施策を実現しています。

データの収集、分析・価値化、
サービスの一体的提供

①データ収集
（システム＆デバイス）

②データの分析・価値化
（データマネジメント）

③サービスの提供
（デジタル×リアルの融合サービス）

▶ 社会全体のデジタル化を支援
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●人的リソースの不足、業務量変動への対応、テレワークへの対応
●属人化する業務オペレーションの改善、業務コストの最適化

●コロナ禍を機に、官民におけるデジタル化ニーズが加速
●あらゆる体験がデジタルで完結する社会が到来

顧客ごとのニーズに合わせ、
デジタル技術を駆使した多彩な
サービス・ソリューションを提供

印刷事業やBPO受託で蓄積した
運用ノウハウと高度人財による
業務設計・コンサルティング力

デジタル（フロントエンド） オペレーション（バックエンド）

デジタルシフトの加速 アウトソーシング需要の増大

ハイブリッドDXのサービス展開
トッパンが保有するデジタル技術と高度なオペレーションノウハウを掛け合わせ、

データ活用を機軸としたハイブリッドなDXサービスを提供
掛け合わせ例

Hybrid-BPOTM マーケティングDX

製造工程のデジタル化による
業務効率化

製造DX流通・サプライチェーンDX

商談から企画・販促までの
全体最適化

セキュアビジネス

金融・公共向けサービスや
小売向け決済サービス

デジタル
サービス オペレーション

ハイブリッドなアウトソーシング
サービス

高度なマーケティング支援による
顧客課題の解決

CXデザイン デジタル
マーケティング

フロントエンドとバックエンドの
両面に対応した独自のDX支援を
DX事業で取り扱うデータには、個人情報など高いセキュリ

ティ環境が求められるデータも含まれます。トッパンはこれま
でお客さまの情報を預かるBPO業務など、高度なセキュア
環境が求められるビジネスにも取り組み、多数の実績を積ん
できました。
働き方改革に伴う業務効率化の追求などにより、今後も
業務プロセスをアウトソーシング化する需要は高まっていき
ます。またコロナ禍により、デジタル化へのニーズも加速傾向
にあります。
トッパンの「Erhoeht-XTM」では、このデジタルシフトとアウト
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実効性の高い
DXサービスの
提供が可能に ！

▶ 「ハイブリッドDX」によるサービス提供
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スマートフォンの普及やコンテンツ
の充実などにより、デジタルコンテン
ツの消費が拡大しています。一方で、
各種ブラウザのCookieによる情報取得
規制により、従来のリターゲティング
広告の代替となる手段が求められて
います。GoogleやFacebookなどのプ
ラットフォーマーに依存しない自社
データやコンテンツを活用したコミュニ
ケーション施策の重要性は、今後一層
高まっていきます。
CDMは、日本語コンテンツと生活者

データの解析、それに基づくソリュー
ション提供を行う企業として、2020年
2月に設立。多様なコンテンツを提供
できる講談社を中心に、デジタル
広 告の利活用 に長けた CARTA 
COMMUNICATIONSと、デジタル
マーケティングにおけるデータプラット
フォームの構築・運用の知見がある
トッパンによる3社の合弁会社です。各
社の特徴やテクノロジーなどを活かし、

コンテンツと生活者の出会いを個別最
適化・最大化することを目指しています。
CDMでは、コンテンツ利用者に最

適なサービスを提供するため「共通ID
基盤」を構築。各サービスやメディアを
展開する企業は、共通ID基盤で蓄積
した情報を活用して、メルマガ配信、
SNSキャンペーン、オンラインサロンや
ECサイトのグッズ販売、アンケート調
査など、それぞれの利用者に適した

多様なコミュニケーションを展開でき
ます。
また、CDMではAIによる日本語解
析技術を活用。多様なジャンルの記事
コンテンツの意味を判別し、解析デー
タを蓄積しています。これらのデータ
と各媒体から取得した行動ログデータ、
購買データなどを連動させて分析。
ユーザー像を可視化して、広告施策に
活用することができます。

3社の強みを活かして
最適なコンテンツを提供

CASE 講談社×CCI×トッパン

生活者の求める
コンテンツを提供する
ための新しいモデル構築

■ CDMは生活者が求めているコンテンツを最適にマッチング

■  コンテンツへのタッチポイントの変化

AIによる日本語解析
技術を活用
ディープ・ラーニングを用
いた日本語解析によって、
記事全文からコンテンツの
“意味”を正しく捉えて、マッ
チングに活用します。

デジタル化により、生活者とコンテンツとの接点は多様で複雑なものになってい
ます。講談社、CARTA COMMUNICATIONS（カルタコミュニケーションズ）、
トッパンの3社は、株式会社コンテンツデータマーケティング（以下、CDM）を設立。
豊富なコンテンツデータや独自のテクノロジーを活かして、企業と生活者との
コミュニケーションを支援します。

マーケティング
DX

Content
Data

Marketing

コンテンツと
生活者の出会いを
個別最適化

生活者

matching

コンテンツ

これからは

DVD化

おもちゃ・
ゲーム化

舞台・
イベント化

映像化・
デジタル配信

コンテンツ原作

コンテンツが中心である、という本質は変わらないが生活者が触れる媒体は増加

映像化

例えば…
大賞を受賞した

漫画 = コンテンツ
がある

コンテンツと生活者の最適なマッチングが必須に

これまでは

配信メディアが
限られている

好きな場所、
好きな媒体で見られる
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CDMは、2017年に始まった講談社様の出版ビジネスのDXを推
進するプロジェクトをもとに、出版・コンテンツ業界で共通する課題
の解決に向けて設立され、活動の輪を広げています。トッパンは読者
データやコンテンツ情報を管理するDMP（データマネジメントプラット
フォーム）の構築・運用や、ビジネスの拡大を担っています。DMPで
扱うデータには個人情報も含まれるので、セキュアな環境やデジタル
マーケティング事業などで培ってきたノウハウが活かされています。

性別、年齢などの属性情報では届かない生活者に対し、
「オタク性」という曖昧なセグメントに届ける広告配信最適化
ソリューションです。出版社が蓄積したコンテンツビジネスに
おけるビッグデータと、コンテンツを理解するAIが、これまで
以上に費用対効果の高い広告配信を可能にします。ユーザー
の興味関心を解析し、最適なタイミングで広告配信を行い、
潜在的なニーズや新規顧客が発見できます。

CDMの独自テクノロジーと、LINE公式アカウントの運用
ツール「COMSBI※」を連携したLINEメッセージ配信最適化
ソリューションです。メッセージの配信先を自動で最適化する
ため、これまでよりも圧倒的に少ないコストでLINE施策の
効果を獲得できます。

広告配信最適化プラットフォーム LINE配信最適化ツールO
オ タ カ ド

TAKAD r
レ コ ム ス ビ

eCOMSBI

メルマガ

EC

限定記事

デジタルコンテンツ

LIVE

オンラインサロン

会員向けサービス提供

個人情報保護Cookieレス対応

各種法令順守

各種プラットフォームと共存データ基盤

データ基盤

データ基盤

クライアント
サービス

各種サービス
事業者

他業界
パートナー

連携 メディアサイト

他サービス連携

提供
コンテンツ
共通ID基盤

（会員サービス管理機能） 

豊富なコンテンツ基盤を活用して、様々な分野で生活者とのマッチングを

独自のソリューションで解決

※  COMSBIはLINE認定Technology Partnerである株式会社ソニックムーブが
提供する、LINE公式アカウント運用ツールです。

担当者の声

山﨑 貴之
凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事業本部
情報メディア事業部 第一営業本部 第一部 第一課 課長

CDMでは今後、出版・コンテンツ業界に限らず、他分野の企業と
のサービス連携を広げていきます。出版メディアの多彩なコンテンツ
と蓄積したデータから得られた顧客インサイトを活かして、タイアップ
企画などができたらと考えています。

新たな
顧客へ
リーチ

近似
ターゲットに
配信

購買比較
検討

潜在
顧客

滞在時間

時間帯

ドメイン

記事閲覧
傾向 デバイス

読了率

興味関心

予測データから
新規ユーザーに
リーチ

顧客から
機械学習にて
他ユーザーを
予測

顧客が
購買・獲得

最適な
ターゲットを
探索

想定
ターゲットに
リーチ

AIを使った自動セグメント配信が可能なreCOMSBIだから
メッセージ配信が抱える問題を解決します。

クリック率上昇

ブロック率低下

配信コスト削減

運用が容易
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イベントなどのCX（顧客体験）は
「参加者の数」「満足度」といった指標で
評価されることが多く、商品・サービ
スに対し、どのような効果をもたらし
ていたのかを分析する指標としては不
十分でした。
GXスコアリングTMは、商品・サー

ビスに対する情緒的価値を5項目に分
類し、NPS®※とあわせて評価すること
で、CXがどれだけグッドエクスペリエ
ンス（GX）だったのかを測定できます。
このGXスコアリングTMは、あらゆる
CXに対する統一指標であるため、商品・
サービスに伴う異なる種類の施策を比
較・評価することが可能となり、CX全
体をマネジメントすることができるよ
うになります。

プロモーション最適化に向け、
店舗内の顧客行動を分析

顧客体験活動の
マネジメントを可能にする

リアルDATAサイネージTM

GXスコアリングTM

■ 取得データから分かること

＼ リアルDATAサイネージTMで、こんなことを実現しています／

＼ GXスコアリングTMは、様々なシーンで活用できます ／

小売業界では、リアル店舗での来店
客の反応が分からない、販促施策の
効果が見えないといった、購買行動
に関する課題の解決が急務となって
います。
リアルDATAサイネージTMは、顔認
識技術を活用して来店客の行動を可視
化。サイネージにより販促効果を高め
ながら、購買行動データを取得するこ
とができます。トッパンでは映像や
POPの企画制作からデータ取得・分析
までをワンストップで対応。サイネー
ジの種類も豊富なので、スピーディな
施策の展開が可能です。

家電メーカー様の店頭展示什器に、顔
認識技術を活用したトラッキングソ
リューションを搭載。年代・性別、通
過・立ち寄り・滞在などの分析結果と
購買データを掛け合わせて最適な売場
構築に必要な要素を抽出。

CXの提供は、オフラインだけでなく
オンラインにも今後拡大していきます。
双方のCXを提供しながら効果測定を
行い、マネジメントをしていくこと
が今後重要になります。

店舗での行動データを基に、
最適なコミュニケーションを

CXを統一指標でスコアリングし、
評価・マネジメント

TOPICS マーケティングDXに役立つ ！ おすすめソリューション
お客さま一人ひとりに合ったサービスを提供するためには、IoTによるリアル行動データの取得・分析や、
顧客のインサイトをより正確に捉えることが重要となります。新たなDX施策を実現するための顧客データ
の取得・分析に役立つサービスをご紹介します。

eSPORTS大会 ワーケーション
プログラム

■ 5段階評価で聴取し平均値を算出してスコア化

サイネージに
カメラを搭載

属性データを
取得・分析

店頭施策の
効果を数値化

※  NPS®=「Net Promoter Score（ネットプロモータースコア）」の略で、顧客ロイヤルティを測る指標のこと。
NPS®はベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標
またはサービスマークです。

通過 立ち寄り 興味喚起 購入※

体験後の商品・サービスに対する

商品・サービスとの体験前の関与度

体験者のデモグラフィックデータ
取得データ 基本構成

CXの
情緒的な
要素

SOCIAL
EMPATHY
THINK
FEEL
SENSE

社会的意義を
訴えかける
体験でしたか？

知性に訴えかける
体験でしたか？

共感できる
体験でしたか？

知覚を刺激する
体験でしたか？

感情に訴えかける
体験でしたか？

GX
Good Xperience

NPS®※

※ 外部データとの
連携が必要

棚前通行者数 購入者／商品売場滞在時間

サイネージ視聴時間

タブレット操作ログ

立ち寄り者数

属性（性別・年代）
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Good Xperience

NPS®※

※ 外部データとの
連携が必要

棚前通行者数 購入者／商品売場滞在時間

サイネージ視聴時間

タブレット操作ログ

立ち寄り者数

属性（性別・年代）
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新型コロナウイルス感染拡大により、
流通・小売業各社は来店集中を避ける
ために、従来の特売チラシによる集客
だけでなく、ECでの販売やEDLP※に
基づく施策を実施・強化しています。
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など、購買意思決定に関わるメディア
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ポイントを確保するには、オンライン
とオフラインの両方を駆使したコミュ
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のサービスは「ハッシュタグチラシTM」、

「動画チラシ」、「パーソナルDBチラシTM」
の3つにより構成。市場・商品情報や
顧客属性などのデータに基づいた販促
活動を実現します。2021年2月からは
全国のイトーヨーカドーでトライアル
を実施。EDLP商品の売上アップが確
認されました。
また、流通・小売業各社には、ECや
デジタル媒体でタイムリーに発信でき
る正確・広範かつ魅力的な商品・販促
情報が整備されていないという課題が
あります。これに対しトッパンでは、
販促関連情報を一元管理できるデータ
ベースシステムPROMO CORE®
（プロモコア）を提供。このシステムは、
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POPなどの販促情報を集約することで、
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新たな顧客接点づくりと
販促業務の効率化を支援

CASE

「未来のチラシTM」で
興味・関心に合わせた
効果的な商品情報発信
流通・小売業では、多様化する生活者のニーズに応じた施策が求められています。
トッパンは、口コミやSNSのデータを基にAIを用いて電子チラシをつくる
「未来のチラシTM」を提供。流通DX実現に向けて、情報基盤整備とともに顧客
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様々な販促情報との紐付け、一元管理が可能

流通DX

※ Everyday Low Price。特売期間を設けずに、
年間を通じて商品の価格を変動させないローコ
スト戦略

■ PROMO CORE® のイメージ

■ 自分らしい商品選択を支援する「未来のチラシTM」

コンテンツ
制作

原稿作成
管理

媒体展開予実管理

販促システム
PROMO CORE®

動画 動画チラシ
トッパンが提供する動画制作
サービスmovring（モブリン）を
活用し安価でスピーディに
チラシを動画化

パーソナル パーソナルＤＢチラシTM

生活者個々人の嗜好データと
様々な商品データとの
掛け合わせによる、
より精度の高い
1to1マーケティングチラシ

SNS ハッシュタグチラシTM

口コミやSNS上の情報を収集、
AIを使って分析し商品に
＃（ハッシュタグ）を付け、
価格だけではない商品の魅力を訴求

配布版・店置き版
Web版

＃お弁当持ってハイキング
＃ゆるキャン　＃キャンプ飯…

既存のデータ素材を活用して
簡単に動画制作が可能
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古紙などの回収、リサイクルに関する事業を行う川春様は、印刷
会社の工場などから生じる大量の産業古紙を取り扱っています。工場
から出る産業古紙は、早期回収が必要なため、同社では営業担当者
が工場に常駐。回収時には必ず計量伝票を営業担当がお客さまにお
渡ししています。
古紙の計量は基本的に常駐先の工場で行っていますが、紙での伝
票処理のため、自社内で作業・承認する必要があり、車移動の時間
や負担がかかるという課題がありました。また、現場スタッフに働き
やすい環境を考えていきたい、新型コロナウイルス感染症への対策で、
お客さまとの接触回数を減らしたいという思いもあったといいます。
川春様では2021年6月にトッパンのNAVINECT®クラウドのリリース

を知り、導入を決定しました。新たな業務フローでは、事務担当者が
計量伝票をPCで入力してデータを
作成、営業担当がそれをクラウド
上で確認して承認して、お客さま
にメールで送信しています。導入
時は社員からは疑問の声もあった
ものの、勉強会や説明を繰り返し
行うことで現場からの理解も深ま
り、取り組み着手から半年程で運
用を開始しています。

業務効率化と働きやすい環境づくりの
両立をクラウドで実現

■ NAVINECT®クラウド 導入により働き方を変革 ！

CASE 株式会社川春様

クラウド業務管理で
働き方変革につながる
ペーパーレス化を実現
製造業のDX導入への第一歩となるペーパーレス化によるデータ連携。
株式会社川春様ではトッパンNAVINECT®クラウドを導入して、デジタル化に
よる業務効率化を図るとともに、将来的な働き方の環境改善も見据えた業務変革
に取り組んでいます。

※参考記事：ものづくり新聞 「創業133年の紙リサイクル企業がペーパーレス！株式会社川春が取り組むDX」  https://monojirei.publica-inc.com/n/n198146c8dcd1

帳票関連は紙媒体での出力から提出までの業
務がアナログだったため､ クラウド化したことで
時間の短縮や、業務の簡素化ができたと思います。
また､ コロナ禍もあり､ 提出時の対面接触の機会
を低減でき、在宅勤務にも適応しているので事務
業務全般の改善につながっていると感じています。
現状では古紙購入に関する帳票類での活用と

なっていますが､ 計量データの取り入れ･販売･
在庫の管理など、様々な分野での運用にも役立
てたいと思います。そのため今後は､ 定期的な
サポートを含めたディスカッションの場などを設
けていただけると助かります。

販売・在庫管理など
他の分野でのデジタル化も

株式会社川春
朝霞業務センター 部長

平松 貴志さん

株式会社川春
朝霞業務センター 係長

池ノ内 重信さん

製造DX

紙による計量帳票は、提出用と保管
用の2部を発行していました

NAVINECT®
クラウドによる

効率化

導入後

●客先へIDで管理された伝票を
　PDF送付できるので時間短縮！

●クラウド上で伝票処理ができるので、
　端末があればどこでも承認可能に！

事務処理の負荷軽減、時間を有効活用事務処理の負荷大、お届けする時間も非効率

導入前

●客先へ直接、伝票をお届けするので
　時間がかかる。

●紙での伝票処理のため、
　会社で作業・承認をする必要がある。
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導入事例

1
在庫情報のID管理で
業務効率化と適正な管理を実現

導入事例

2
点検・改善業務と連絡業務の
ペーパーレス化で業務効率が大幅向上

株式会社川春様に
導入いただいた
ソリューションはこちら 製造現場のデジタル化をスタートしたいお客さまにおすすめ ！

■ NAVINECT®クラウド基本ソリューション

NAVINECT®クラウド

工場での在庫管理業務は従来、紙媒体の手書き帳票を
中心に管理されていました。これらをデジタル化すること
で、在庫内容を確認して台帳に転記する時間や、事務エリ
アで紙の台帳から端末に再入力する時間を削減。在庫状
況がリアルタイムで把握できるので、探索にかかっていた
時間も短縮できました。また、棚卸作業もRFIDで一括読
み取りをすることで業務を効率化。在庫情報の「見える化」
により、在庫の圧縮や適正な在庫管理にもつながります。

製造現場では様々な紙帳票が使用されています。この
事例では点検業務にタブレット端末を用いて点検結果を
画像とメモで記録し、クラウドでその場で情報を共有。こ
れにより異常発生時の情報連携がスムーズになりました。
また、稼働情報がクラウド上に蓄積されるので、データ
集計や分析にかかっていた時間も短縮。さらに、事務所
と製造現場の間の連絡帳票もペーパーレス化することに
より、コストや時間が削減されています。

IoTやAIなどの先端技術を活用した
ビジネス変革は、製造現場でも進んで
います。作業の効率化、高品質化、安全・
安心な工場の実現など、DXにより様々
な課題解決や付加価値の創造が求めら
れています。NAVINECT®は製造業の
DXを支援し、これらの要望に応えてい
くためのサービスです。デジタル化への
需要別に、生産設備の導入設計やデー
タの分析・活用など4つのサービスを
展開しています。
その内の1つ、NAVINECT®クラウド

はデジタル化を手軽に短期間で導入で
きるパッケージサービスです。トッパン
の工場でも実績のあるアプリケーション
を汎用化し、クラウドで提供。5つの
アプリケーションから利用したい機能を
選択して使用できます。また、インター
ネット環境があれば、スマートフォン・
タブレットからでも利用できます。情報
は高セキュリティのデータセンターで管
理するので、テレワークでの活用にも
向いています。

NAVINECT®クラウドは、幅広いお客さまに導入できるよう汎用化した「クラ
ウド型製造DXサービス」です。5つの製造DXアプリケーションを提供します。

●在庫のID管理でトレーサビリティの向上
●在庫情報の記録にかかる時間を短縮POINT

●点検業務でのクラウドやスマートデバイスの活用
● 製造現場と事務所間での連絡業務をペーパー
レス化

POINT

年間で約1330時間削減
約400万円の費用効果

年間で約1000時間削減
約330万円の費用効果

※「NAVINECT®クラウド」のスタンダードプランは、
2021年度の「IT導入補助金2021」の対象ツールに
認定されています。

工程管理 見える化 帳票管理 在庫管理 稼働管理

タブレット等を使用して、
リアルタイムで遠隔で稼
働状況を確認可能に

活用実績があるアプリをクラウ
ドから利用できるので、運用コストを抑
え、手軽に導入が可能です。

低コスト・短期間で導入可能POINT

1 インターネット環境があれば
PC・スマホ・タブレットから、いつでも・
どこでも確認・承認作業ができます。

テレワークにも対応POINT

2

＼ 詳しくはこちら ／
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トッパン
未来ラボ

トッパンの技術で
未来を明るくする！

TOPPAN MIRAI Laboratory

Vol.12

TOPPAN  MIRAI  Laboratory

顔のデータで、正確な認証システムを実現。
安全な個人情報データベースと連携させることで、
特定の手続きを必要とせず、認証が可能に。

カメラで顔写真を撮影。
画像から肌の油分・水分まで分析して、
その日の自分に合った化粧品を紹介してくれる。

高精細3Dで好きなアーティストのライブが
病院や自宅で楽しめるように。

リアルなカラダの情報を
新しいサービスに！
［トッパンバーチャルヒューマンラボ ］

人体の様々な情報を計測して、ビジネスに活用していくために、
トッパンはデータの収集・活用の拠点をつくりました。
一人ひとりに寄り添った新しいサービスの開発をサポートします。
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TOPPAN  MIRAI  Laboratory

画
像
加
工

撮影イメージ

ライトステージにて測定 3D加工後に得られるデータ

①高精細形状復元 ②�皮膚反射特性の
取得

③�動き（表情）の
記録

API
情報を
提供

計測データや収集した情報を蓄積

人体情報
プラットフォーム

人体情報
データベース

情報加工
エンジン

蓄積した情報を
適切に加工し提供

ライトステージ
による計測

企業／業界
専門家のノウハウ

デバイス
による計測※

様
々
な
企
業
が
人
体
情
報
を
用
い
た

サ
ー
ビ
ス
を
開
発

Virtual Human Lab.（VHL）とは

デジタル環境が整備され、様々なデータが取得できるよう
になったことにより、パーソナライズしたサービスや製品が
増え始めています。また、個人の体や健康に関する情報を
ビジネスに活用する動きが出ていますが、計測や情報登録
作業が煩雑なため、情報の蓄積や活用が進みにくい状況と
なっています。

そこでトッパンは、個人の人体情報を一括で登録できる
「人体情報プラットフォーム」を構築しました。取得したデー
タは高いセキュリティ環境のプラットフォームで管理され、
企業が活用する際は適切な形式に加工を施します。様々な企
業が人体情報を用いて、多様な事業開発ができる環境を目指
します。

Virtual Human Lab.（トッパンバーチャルヒューマンラボ）
では、顔や身体動作、手足の形状など人体に関する計測
を実施しています。高いセキュリティ環境で情報加工を行い、
必要な機能や情報を、APIを介して提供していきます。

※個人情報提供に同意いただいた場合のみ

パーソナライズした体や健康の情報をビジネスに活用

トッパンバーチャルヒューマンラボでは、高精度な顔計測が
できる「ライトステージ」を導入しています。ライトステージは
南カリフォルニア大学で研究・開発された機器で、日本での導
入は2例目です。球状のドームに配置した光装置をコントロー
ルしながら計測を行うことで、顔の形状だけでなく質感までも
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生体情報観測

Virtual Human Lab.
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元言語サイト
だけで

多言語化を実現

新しい価値が、社会を変えていく

次世代の社会課題に応える、
新たなビジネスの種

トッパン × ベンチャー

加速していくデジタル化や新型コロナウイルス感染症への対応など、これ
までの方法だけでは解決できない課題に、私たちは直面しています。「ニュー
ノーマル」という従来の常識通りにはいかない大きな変化を求められる中で、
新たな社会の課題に応えていくための事業や、私たちのくらしをもっと豊かに、
おもしろくする次世代の技術・テクノロジーを用いたアプローチが求められて
います。
トッパンでは、現在50社以上のベンチャー企業やスタートアップ企業に出資・
資本業務提携を実施。先進的なビジネスモデルや技術と、トッパンの技術力・
企画力を掛け合わせて新しい価値を創出することを目指しています。
これからの社会に向けて、新たな価値創造や課題解決につながる事業を
ご紹介します。

世界中でオンライン活用の機会が増える中で、
企業がECサイトによる販路拡大や外国人とコミュ
ニケーションを図るため、Webサイトを多言語化す
るニーズが増しています。
「WOVN.io」では、既存のWebサイトに後付け
でき、言語ごとの開発を行うことなく多言語サイト
を手軽に生成できます。Webサイトの更新時も修
正箇所を自動で検出しリアルタイムで他の言語で
反映することもできるため、情報更新時の翻訳運
用も容易です。元言語のサイトがあるだけで多言
語サイトを立ち上げられるので、
対応スピードが求められる昨今
で従来よりも多言語化サイトの
構築・運用にかかる時間やコス
ト、人的リソースを抑えられます。

with Wovn Technologies株式会社

Webサイトのグローバル対応を
あたりまえに

Webサイトを多言語
で展開したいがコスト
は抑えたい…

ウ ォ ー ブ ン  ・ ド ッ ト ア イ オ ー 

多言語翻訳支援

不要なコストの圧縮・
人的リソースの削減・
導入期間の短縮

WOVN.io上で各言語のサイトを一元管理。43言語・76のロケールに対応。
スマートフォンのアプリを多言語化できる「WOVN.app」も提供しています。

ビジネス
課題

20



元言語サイト
だけで

多言語化を実現

新しい価値が、社会を変えていく

次世代の社会課題に応える、
新たなビジネスの種

トッパン × ベンチャー

加速していくデジタル化や新型コロナウイルス感染症への対応など、これ
までの方法だけでは解決できない課題に、私たちは直面しています。「ニュー
ノーマル」という従来の常識通りにはいかない大きな変化を求められる中で、
新たな社会の課題に応えていくための事業や、私たちのくらしをもっと豊かに、
おもしろくする次世代の技術・テクノロジーを用いたアプローチが求められて
います。
トッパンでは、現在50社以上のベンチャー企業やスタートアップ企業に出資・
資本業務提携を実施。先進的なビジネスモデルや技術と、トッパンの技術力・
企画力を掛け合わせて新しい価値を創出することを目指しています。
これからの社会に向けて、新たな価値創造や課題解決につながる事業を
ご紹介します。

世界中でオンライン活用の機会が増える中で、
企業がECサイトによる販路拡大や外国人とコミュ
ニケーションを図るため、Webサイトを多言語化す
るニーズが増しています。
「WOVN.io」では、既存のWebサイトに後付け
でき、言語ごとの開発を行うことなく多言語サイト
を手軽に生成できます。Webサイトの更新時も修
正箇所を自動で検出しリアルタイムで他の言語で
反映することもできるため、情報更新時の翻訳運
用も容易です。元言語のサイトがあるだけで多言
語サイトを立ち上げられるので、
対応スピードが求められる昨今
で従来よりも多言語化サイトの
構築・運用にかかる時間やコス
ト、人的リソースを抑えられます。

with Wovn Technologies株式会社

Webサイトのグローバル対応を
あたりまえに

Webサイトを多言語
で展開したいがコスト
は抑えたい…

ウ ォ ー ブ ン  ・ ド ッ ト ア イ オ ー 

多言語翻訳支援

不要なコストの圧縮・
人的リソースの削減・
導入期間の短縮

WOVN.io上で各言語のサイトを一元管理。43言語・76のロケールに対応。
スマートフォンのアプリを多言語化できる「WOVN.app」も提供しています。

ビジネス
課題

20

マーケティング／クリエイティブ／UX／PR

事業
アイデア

経営者
人材 高速実装

スタート
アップ パートナー

飲食事業者

配達員

注文受付
調理完了報告
受付ストップ

POS

キッチンへ
伝票を
自動出力

自動登録

一括

A社

B社

C社

B社

A社

C社

フードデリバリー
サービス

注文

フードデリバリーサポートツール

スタートアップ支援

◆ アクセラレーション事業

◆ スタートアップスタジオ事業

コロナ禍により、フードデリバリーサービス
の需要が高まる一方、飲食事業者はデリバ
リーサービスを複数導入した際の管理工数の
増加が課題となっています。
デリくるは、飲食店向けの月額課金型クラ
ウドサービスです。異なるデリバリーサービ
スを1つのタブレットで一元管理可能にするこ
とで、デリバリー対応の煩雑さを解消します。
また、キッチンプリンターと
も連動することで確認漏れ
を抑止。POSとの連携によ
り、レジ入力への手間を軽
減し、デリバリー業務の効
率化に役立ちます。

トッパンは2020年12月に設立されたスター
トアップスタジオ「combo」に参画し、新規事業
の創出・成長を支援しています。
comboでは、スタートアップスタジオ事業と

アクセラレーション事業の2事業を展開。起業
家人材や事業会社の「アイデアはあるものの、
先端テクノロジーを用いた実装ができない」
「事業化するためのノウハウや人材育成に悩
んでいる」といった課題に応
えていきます。
comboでは、事業支援や
資本面でご参画いただく事
業会社を募集しています。

フードデリバリー対応を、
もっと手軽に

新規事業を生み出し、
育てるプラットフォーム

with 株式会社コンボ

with メトロエンジン株式会社

新規事業を立ち上げる
アイデアはあるが、実装
が難しい…

フードデリバリーサービス
を始めたが管理が煩雑に
なっている…

パートナーのノウハウ
を活かし、高速＆ハイ
クオリティで実装支援

フードデリバリーの
効率化と売上拡大の
支援を実現

●  企業内の新規事業
プロジェクト

●  アイデアはあるが
0→1に悩む起業家

仕様・構成・デザイン・
実装を、高速＆ハイク
オリティでご提供

●  既存のサービスを
伸ばしたい

マーケティング・ブラン
デ ィング・PR・UI/
UX・ファイナンス
大企業との連携ソーシ
ング

ビジネス
課題

ビジネス
課題
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スマホで医師に相談ができる「遠隔医療相談アプリ」の販売を開始

非接触型の多言語AIサイネージを駅に設置し、実証実験に参加

トッパンは、株式会社リーバーが運営する医療相談アプリ「LEBER
（リーバー）」を販売しています。24時間365日、どこにいてもスマホ
で医師に医療相談ができるアプリです。現在300人以上の医師が登
録されており、アプリを通じて医師に気軽に相談することができます。
トッパンは、これまで培ってきた強固なセキュリティ基盤やバック
オフィス業務のノウハウを活かし、全国の自治体向けに公共サー
ビスにおける業務効率化・デジタル化を支援してきました。今回、
医療相談アプリ「リーバー」を自治体向けのサービスラインアップに
加えることで、ヘルスケア領域における自治体の課題解決を支援
していきます。また、法人や自治体における医療相談アプリの活用
を推進することで、従業員や住民の健康不安の軽減を目指します。
なお、2021年6月から、北海道新

しんしのつむら

篠津村ではアプリの利用がス
タートしています。
現在、一般向け医療相談アプリ「リーバー」に加えて、教育機関に
向けた毎日の検温結果と体調、出欠席の報告ができる「LEBER for 
School」（6カ国語対応）、企業向けに検温・体調報告とストレスチェッ
クを組み合わせられる「LEBER for Business」（5カ国語対応）も全国
で導入が進められています。

自治体 ヘルスケア

IN

トッパンでは、印刷技術・印刷表現をもとにした新たな製品・サービスを日々生み出しています。
その中から、最新ニュースをピックアップしてお届けします。

NEWS & INFORMATION

トッパンは、鉄道事業者7社※が実施する、AI を活用した「非対面」
や「非接触」でのお客さま案内の実証実験に参加し、「BotFriends® 
Vision」と「BotFriends® Vision+」を、JR東日本山手線の高輪ゲート
ウェイ駅、阪急電鉄の大阪梅田駅、東北4県ターミナル駅の計6駅に
設置しました。
本実証において、非接触型の多言語AIサイネージ「BotFriends® 
Vision」と「BotFriends® Vision+」を、駅を利用するお客さまに安
心して使っていただける仕組みとして提供すると同時に、音声認識
による方言の認識精度の検証を行います。ご利用の方からの様々
な質問内容をAIに学習させることで、精度向上を目指すとともに、
「乗換案内」「駅構内や駅周辺の案内」などを中心に、問い合わせ
に対し適切な案内ができているかも検証します。

※ 近畿日本鉄道株式会社、京王電鉄株式会社、東急電鉄株式会社、南海電気鉄道
株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、東日本旅客鉄道株式
会社のこと

非対面・非接触 顧客体験（CX）

非対面・非接触対応なので
衛生面でも安心

IR赤外線
タッチフレーム

ディスプレイ
画面

「BotFriends® Vision」と「BotFriends® Vision+」の設置期間

◆ 大阪梅田駅（阪急電鉄）: 2021年7月7日（水）～12月31日（金）予定
◆ 高輪ゲートウェイ駅（JR東日本）: 2021年7月16日（金）～2023年7月15日
（土）予定
◆ 仙台駅、盛岡駅、秋田駅、新青森駅（JR東日本）: 2021年4月1日（木）～
2022年4月30日（土）予定

医療相談アプリ『LEBER（リーバー）』
いつでもどこでもアプリで医師とつながる。
あなたに必要な医療を医師がアドバイス。

症状や悩みを
アプリで入力

チャットボット
形式

医師専用
アプリ

市販薬の紹介 医療機関の紹介

2日前から

鼻がつまる

水っぽい

すきま時間に
相談を確認

症状にあわせて
アドバイス

アレルギー性鼻炎
の疑いがあります
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TOPPAN SOLUTIONは
トッパンが提供する総合ソリューションをもとに
“発見”と“解決”を提供するWebサイトです。
サービス、セミナー・展示会、情報誌ideanote等の
情報を随時更新しています。
サイト内では、幅広いソリューションを課題別、
導入事例別、カテゴリ別に掲載。
貴社が抱える課題をトッパンのソリューションが
解決します。

「TOPPAN SOLUTION」
Webサイトのご案内

https://www.toppan.co.jp/solution/

気になる方は
こちらからアクセス！

そのほか最新情報はホームページをご覧ください  https://www.toppan.co.jp/

流通やメーカー向けの「リテールメディア」の構築・運用支援で連携

現在、消費者の購買意志決定の多様化が進み、流通やメーカー
などのリテール企業では、消費者との適切なコミュニケーションが
求められています。特に、消費者との接点づくりや店頭体験など
「店舗のメディア化」のニーズがこれまで以上に高くなってきています。
トッパンと、グループ会社のONE COMPATH、unerryは、リテー
ル企業向けにデジタルマーケティングの分野で2021年9月から協業
を開始。3社が連携することでCookieレスでの行動ターゲティング
ADや来店効果・来棚効果の計測などを融合します。これにより、
昨今急激に増加しているリテール企業の自社メディアや顧客データ
を活用して広告配信を行う「リテールメディア」の構築・運用を、ワン
ストップでより効果的に提供していきます。
3社は、リテール企業の販促活動を支援するだけでなく、消費者
一人ひとりへの最適なコミュニケーションを実現することで消費者に
満足いただける「リテールメディア」の構築・運用支援を実施します。
さらに、リテール企業のDX推進をサポートする様々なサービスも
共同で提供していきます。

デジタルマーケティング

凸版印刷、ONE COMPATH、unerryの3社が、
リテール企業向けデジタルマーケティングで協業開始

流通やメーカーなどに向け、
Cookieレス時代の「リテールメディア」構築・運用を支援

● 消費者の行動（来
店・来棚・購買）
データを活用した
広告配信／効果計
測

● 施策全体の統括
● お買い物アプリ
の提供
● データ分析・運用
サービス

● 「Shufoo!」アプリ・
データを活用した消
費者コミュニケー
ション
●  コンテンツ企画力
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CO2の「見える化」
カーボンフットプリント
１冊あたり
https://www.cfp-japan.jp
CR-BS02ｰ13008

グリーン電力証書システムに
参加し、製造にかかる年間電
力3,000kWh相当量の自然
エネルギーの普及に貢献し
ている製品です。

320g




